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Ⅰ．公益目的事業 

 

 

事業概要 

  大田市の体育及び文化の振興、並びに女性の福祉を増進するため、大田総合体 

育館、大田市民公園、大田運動公園、大田市民会館およびサンレディー大田の管 

理、運営事業を実施する。 

 

 

 

 事業内容 

  ア 体育の振興を図る事業 

  （１）スポーツ教室の開催 

  

   大田総合体育館 

対象 教室名 実施月 

児童・生徒 

ジュニア卓球 4～12 

 器械体操 4～12 

 ジュニア柔道 4～3 

 ジュニアテニス 4～12 

 ジュニアソフトテニス 4～12 

 キッズ運動遊び 4～12 

 ジュニア水泳 7～8 

一般男女 

 楽しいバドミントン 4～12 

 エアロビックダンス 4～12 

 ３B体操 4～3 

 ナイター初級テニス 4～12 

 ナイター中級テニス 4～12 

 ナイターソフトテニス 4～12 

 バウンドテニス 4～12 

 初級・中級卓球 4～12 

 みんなでトレーニング 4～12 

姿勢改善 4～12 

 リフレッシュトレーニング 4～3 

 セルフコンディショニング 4～12 

 ポールウォーキング＋からだづくり 4～12 

 弓道 4～12 

出前スポーツ教室 仁摩地域 4～3 

出前スポーツ教室 温泉津地域 4～3 



中高年男女 

 ゆうゆうトレーニング 4～12 

 いきいきトレーニング 4～12 

 パワーリハビリ 4～3 

 ボッチャ 4～12 

ペタンク 4～12 

 ターゲットバードゴルフ 4～12 

 気功 4～3 

高齢者体力アップ教室 4～3 

 

   

（２）児童・生徒を対象とした行事の開催 

     

対象 大会名 実施回数 

児童 
春季ミニバスケットボール大会 1 

 県央小学生バレーボール交歓会 1 

児童・生徒及び一般 

 大田市ソフトバレーボール大会 2 

 親子で遊ぶサッカーフェスティバル 1 

 スポーツフェスティバル 2 

2018ＦＩＦＡワールドカップ 

ロシア大会パブリックビューイング 
1 

体力測定会 大田地域 1 

体力測定会 仁摩地域 1 

体力測定会 温泉津地域 1 

 フレッシュ指導者育成事業 1 

ケガをしないためのコンディション 

トレーニング講習会 
1 

 

  （３）体育の振興を図るための施設の貸与事業 

      公益目的での利用に対し各施設を貸与する。なお、教育目的利用等に対 

しては利用料の減免を実施する機会を設ける。また、高い公益性が認めら 

れる利用に際しては、施設利用について先行予約を行う。 

 

貸与施設 

      大田総合体育館内各施設 

      大田市民公園内各施設 

      大田運動公園 

 

  



イ 文化の振興を図る事業 

  （１）地域の文化の育成と継承を目的とした事業 

    大田市民会館 

事業名 概要 実施月 

和太鼓ワークショップと 

石見銀山天領太鼓公演 

和太鼓ワークショップの実

施及び、ワークショップ参加

者と地元団体によるコンサ

ートの実施 

5 

ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ 

ジャズをもっと身近に感じ

てもらう為、地域の音楽家の

演奏によるジャズが聴ける

機会の提供 

6 

2018 

FIFAワールドカップロシア大会 

パブリックビューイング 

サッカーワールドカップを

皆で応援し、感動、喜びなど

感情を共有し市民の交流、地

域の賑わいを図る。 

6 

朗読を楽しむ 

伝説・民話など地域の文化資

源を生かした地域の人々に

よる朗読公演の実施 

9 

おおだ町 橋南 VS橋北歌合戦 

文化による元気な町づくり

として、生バンドによる歌合

戦イベント 

12 

ミュージカルスクール 

公募による参加者にミュー

ジカルを学んでもらい、短時

間の公演を行う 

1～2 

「琴ヶ浜」国天然記念物登録記念 

 創作音楽劇「琴の鳴る浜」 

「琴ヶ浜」の国天然記念物登

録を記念して、プロの脚本、

演出による市民参加型の創

作音楽劇「琴の鳴る浜」の公

演。 

3 

公募型カルチャー教室 

習字、ギター、ウクレレ、朗

読、英会話、ヨガのカルチャ

ー教室の開催 

通年 

アマチュアバンドフェスティバル 

ポピュラーミュージックに

よる地域の交流人口の拡大、

若者文化の継承と若者定住、

若者が集う場の提供 

3 



大田文化プロデュース 

ネットワーク 

地域文化を高めるとともに

新たな文化活動 

月一 

定例 

文化情報広報事業 

イベントや文化教室等の情

報を掲載した印刷物を発行

する 

3 

     ※その他の事業、実施調整中 

 

 

    サンレディー大田 

事業名 概要 実施月 

第 10回石見銀山かるた大会 

サンレディー大田主催講座

により制作された「石見銀山

かるた」を用いたかるた大会

を実施することにより、市民

の世界遺産石見銀山遺跡へ

の知識を深める 

1 

 市民大学 宝ものを活かそう 

   ＝大田の自然から＝ 

地域資源を知り、その活用を

学ぶ 
6～3 

仲野先生の石見銀山講座 

石見銀山資料館館長仲野義

文氏の調査研究より、石見銀

山をより深く知る 

6～3 

鬼を語る 

 ＝姓と地名の歴史から＝ 

姓や地名のルーツをたどり、

地域を知る 
6～10 

小学生のための茶道 
伝統文化としての茶道を小

学生に体験してもらう 
6～3 

小学生のためのいけばな 
伝統文化としての華道を小

学生に体験してもらう 
6～3 



ピアノを弾こう 
市民にホールでグランドピ

アノを弾く機会を提供する 
6、10 

天領踊り参加 

大田市民の祭「天領さん」に

参加し、施設利用者同士の交

流を深める 

8 

吹奏楽講習会 
吹奏楽講習会を通して地域

の音楽文化の向上をめざす 
2 

韓国文化体験講座 

大田市には、姉妹都市縁組を

している韓国大田市がある

ため、韓国文化を知り、より

親交を深める 

調整中 

働く女性の家利用団体の発表会 
働く女性の家利用者の発表

会 
調整中 

     ※その他の事業、実施調整中 

 

    大田市民公園 

事業名 概要 

大田市民公園管理事業 

地域文化施設として定着している大田

市民公園（代官山動物園等）の維持管理

をとおして、市民に憩いの場を提供する 

 

  



 

  （２）洗練された芸術等の鑑賞機会の提供を目的とした事業 

    大田市民会館 

事業名 概要 実施月 

劇団四季ファミリーミュージカル 

 「魔法をすてたマジョリン」 

親子で楽しめる 

劇団四季のオリジナルファ

ミリーミュージカル 

７ 

杉山清貴アコースティックライブ 
ポピュラーミュージックラ

イブ 
８ 

落語 

春風亭昇太・林家たい平 二人会 

笑点メンバー二人による公

演の実施 
10 

しまね映画祭 

島根県下の複数の公共施設

等で行われる映画祭の大田

会場としての上映会の実施 

10～11 

レジェンド コンサート 
男性５人のボーカルユニッ

トコンサート 
11 

劇団四季 こころの劇場 

市内の 4 年生から 6 年生の

児童を招待し、芸術に触れ

るきっかけを与える事業。 

12 

      ※その他の事業、実施調整中 

 

    サンレディー大田 

事業名 概要 実施月 

 映画上映会 映画の上映 8 

      ※その他の事業、実施調整中 

 

 

 

 

 

 

 



  （３）公益目的での施設の貸与事業 

      公益目的での利用に対し各施設を貸与する。なお、教育目的利用、市内 

文化団体等に対しては利用料の減免を実施する機会を設ける。また、高い 

公益性が認められる利用に際しては、施設利用について先行予約を行う。 

      

     貸与施設 

      大田市民会館内各施設 

      サンレディー大田内各施設 

      大田市民公園内各施設 

  



  ウ 女性の福祉増進および地位向上並びに文化の振興を図る事業 

（１）女性を中心とした講座の開催 

サンレディー大田 

    講座名 概要 実施月 

旬の魚を使ったお惣菜 
旬の魚を使用したお惣菜作

りを学ぶ 
6～3 

音楽で遊ぼう 
幼児と親が音楽をとおして

コミュニケーションをもつ 
6～3 

初心者のためのスマートフォン 
スマートフォンの使い方を

学ぶ 
6～3 

 椅子を使ったやさしい 

         トレーニング 

健康増進、介護予防のために

日常出来る適度なトレーニ

ングをする 

6～3 

短歌入門 短歌を学ぶ 6～3 

 楽しいパン作り パン作りを学ぶ 6～10 

憧れの「つるし雛」作り つるし雛の作り方を学ぶ 6～11 

 素肌美人になるために 肌の美容を学ぶ 6、11 

穀物クッキング 色々な穀物の調理法を学ぶ 6、11 

 楽しいケーキ作り ケーキ作りを学ぶ 11～3 

 お正月用生け花 正月用の花の生け方を学ぶ 12 

女性就業支援事業 女性の就業を支援する 調整中 



 衛生的な食肉料理講習会 
食肉の衛生的な取り扱いと

調理方法習得を目的とする 
調整中 

 料理セミナー 
食肉料理の技術普及と食肉

の消費拡大をはかる 
調整中 

 

（２）男女共同参画事業の推進を図る事業 

    サンレディー大田 

事業名 概要  

男性のためのやさしい料理 

男性が調理を習得すること

で男女共同参画のきっかけ

とする 

6～3 

トークサロン 

家庭内の問題等を話し合う

ことにより男女の社会への

関わりを考える 

4～3 

男女共同参画講演会 

男女共同参画を推進するた

めに大田市と共催で男女共

同参画に関する講演会を実

施する 

2 

第 26回サンレディーフェスタ 

大田市働く女性の家利用者

の活動発表を行い、女性の活

動を広く周知する 

2 

     ※その他の事業、実施調整中 

 

 

  （３）女性の福祉増進および地位向上並びに文化の振興を図るための施設の貸与 

      サンレディー大田内大田市働く女性の家内各施設の貸与 

 

※なお、各事業実施にあたっては、大田市をはじめとする地方自治体や各種団体と 

連携を取り、事業を有機的に実施する。 

 

  



Ⅱ．収益事業 

 

 事業概要 

   公益を目的としない利用に対し、各施設を貸与し利用料を得る。また、本事業 

の収益を前項「公益目的事業」の実施にあてる。 

   貸与施設 

    大田総合体育館 

    大田市民公園 

    大田運動公園 

    大田市民会館 

    サンレディー大田 


